
HA8421EP.DXF

カバー：アクリル（乳白）

ＦＣＬ４０Ｗ＋３２Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＡ８４２１ＥＰ

HA9620EP.DXF

カバー：アクリル（乳白）

ＦＣＬ３２Ｗ＋３０Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＡ９６２０ＥＰ

HA9621EP.DXF

カバー：アクリル（乳白）

ＦＣＬ３２Ｗ＋３０Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＡ９６２１ＥＰ

HEA1001E.DXF

シーリングユニ方式
セード：アクリル(乳白)

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１００１Ｅ

HEA1002E.DXF

埋込穴φ８５　埋込高さＨ＝９０
天井面・壁面取付専用

枠（ホワイトつや消し）
ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＧ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１００２Ｅ

HEA1013E.DXF

ホワイト仕上
セード：ガラス（つや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０１３Ｅ

HEA1014E.DXF

ホワイト仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０１４Ｅ

HEA1015E.DXF

金色仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０１５Ｅ

HEA1021CE.DXF

クローム仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０２１ＣＥ

HEA1032CE.DXF

バーチ調仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０３２ＣＥ

HEA1033CE.DXF

ダークブラウン仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０３３ＣＥ

HEA1044CE.DXF

金色仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０４４ＣＥ

HEA1080CE.DXF

透明仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０８０ＣＥ

HEA1110CE.DXF

透明仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１１０ＣＥ

HEA1111CE.DXF

クローム仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１１１ＣＥ

HEA1112CE.DXF

バーチ調仕上
カバー：アクリル（乳白）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１１２ＣＥ

HEA1113CE.DXF

ダークブラウン仕上
カバー：アクリル（乳白）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１１３ＣＥ

HEA1114CE.DXF

金色仕上
カバー：アクリル（乳白）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１１４ＣＥ

HEA1170E.DXF

ホワイト仕上
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１７０Ｅ

HEA1171E.DXF

クローム仕上
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１７１Ｅ

HEA1172E.DXF

木製（ライトナチュラル仕上）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１７２Ｅ

HEA1173E.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１７３Ｅ

HFA0106.DXF

埋込穴□５００　埋込高さＨ＝１００

１００％～１０％調光可能

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

低誘虫ＵＶカット仕様

高気密ＳＢ形

電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ０１０６

HFA0110C.DXF

埋込穴□５００　埋込高Ｈ＝１００
枠（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）

ＳＢ形
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＦＡ０１１０Ｃ

HFA0111C.DXF

埋込穴□５００　埋込高Ｈ＝１００
枠（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
電球色

ＳＢ形
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＦＡ０１１１Ｃ



HFA0401KCE.DXF

埋込穴□３００　Ｈ＝８０
枠（ホワイト）

パネル：アクリル（乳白）
ＳＢ形
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＦＡ０４０１ＫＣＥ

HFA0403KCE.DXF

埋込穴□３００　Ｈ＝８０
枠（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）

電球色
ＳＢ形
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＦＡ０４０３ＫＣＥ

HFA0710C.DXF

埋込穴□５００　埋込高Ｈ＝１００

枠（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
ＳＢ形
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ７０Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＦＡ０７１０Ｃ

HFA0711C.DXF

埋込穴□５００　埋込高Ｈ＝１００
枠（ホワイト）

パネル：アクリル（乳白）
電球色
ＳＢ形
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ７０Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＦＡ０７１１Ｃ

HFA0806.DXF

埋込穴□５００　埋込高さＨ＝１００

１００％～１０％調光可能

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

低誘虫ＵＶカット仕様

高気密ＳＢ形

電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ０８０６

HFA1714SE.DXF

シルバーメタリック仕上

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ１７１４ＳＥ

HFA1714WE.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ１７１４ＷＥ

HFA1717SE.DXF

シルバーメタリック仕上

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ１７１７ＳＥ

HFA1717WE.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ１７１７ＷＥ

HFA1725E.DXF

カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ１７２５Ｅ

HFA1742E.DXF

カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ１７４２Ｅ

HFA2610K.DXF

ホワイト木調仕上
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
１００～３５％調光可能

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ２６１０Ｋ

HFA2611K.DXF

メイプル調仕上
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
１００～３５％調光可能

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ２６１１Ｋ

HFA2612K.DXF

ダークブラウン木調仕上
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
１００～３５％調光可能

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ２６１２Ｋ

HFA2613.DXF

木製（桐・ウォールナット）
アクリル強化和紙張り
１００～３５％調光可能

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ２６１３

HFA2650.DXF

カバー：アクリル（乳白）

電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

１００～３５％調光可

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ２６５０

HFA2651.DXF

カバー：アクリル（透明つや消し）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ２６５１

HFA2660.DXF

カバー：アクリル（乳白・一部透明）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ２６６０

HFA2725E.DXF

カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ２７２５Ｅ

HFA2742E.DXF

カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ２７４２Ｅ

HFA4114E.DXF

ローズウッド調仕上

上面カバー（乳白）
カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４１１４Ｅ

HFA4154E.DXF

木製（バーチ調仕上）
上面カバー（乳白）
カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４１５４Ｅ

HFA4155E.DXF

木製（ホワイト仕上）

上面カバー（乳白）
カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４１５５Ｅ

HFA4156E.DXF

クローム飾り
木製（ダークブラウン仕上）

上面カバー（乳白）
カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４１５６Ｅ

HFA4261CE.DXF

クローム飾り
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４２６１ＣＥ



HFA4300CE.DXF

カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４３００ＣＥ

HFA4369CE.DXF

木製（ミディアムオーク調仕上）
カバー：アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４３６９ＣＥ

HFA4370CE.DXF

カバー：アクリル（乳白）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４３７０ＣＥ

HFA4705CE.DXF

木製（アルダー）
カバー：アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４７０５ＣＥ

HFA4785E.DXF

カバー：和紙調不繊布

電球色

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４７８５Ｅ

HFA6048.DXF

シルバー飾り

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ７０Ｗ×１　　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６０４８

HFA6069FC.DXF

木製（ミディアムオーク調仕上）
カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６０６９ＦＣ

HFA6071ZC.DXF

クローム仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６０７１ＺＣ

HFA6357.DXF

１００～１０％調光可能
ソフトターン方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６３５７

HFA6358.DXF

１００～１０％調光可能
ソフトターン方式

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６３５８

HFA6463.DXF

１００～１０％調光可能
ソフトターン方式

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６４６３

HFA6464.DXF

１００～１０％調光可能

ソフトターン方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６４６４

HFA7348.DXF

シルバー飾り

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７３４８

HFA7369ZC.DXF

木製（ミディアムオーク調仕上）
カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７３６９ＺＣ

HFA7371ZC.DXF

クローム仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７３７１ＺＣ

HFA7585KEP.DXF

和紙調不織布カバー（プリーツ加工）
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５８５ＫＥＰ

HFA7623K.DXF

１００～１０％調光可能
ソフトターン方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７６２３Ｋ

HFA7624K.DXF

１００～１０％調光可能
ソフトターン方式

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７６２４Ｋ

HFA7663K.DXF

１００～１０％調光可能
ソフトターン方式

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７６６３Ｋ

HFA7664K.DXF

１００～１０％調光可能

ソフトターン方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７６６４Ｋ

HFA8069FC.DXF

木製（ミディアムオーク調仕上）
カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８０６９ＦＣ

HFA8071ZC.DXF

クローム仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８０７１ＺＣ

HFA8101KC.DXF

ホワイト仕上

カバー：アクリル（乳白）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８１０１ＫＣ

HFA8104KC.DXF

ブラウン仕上

カバー：アクリル（乳白）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８１０４ＫＣ

HFA8323.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白）
電球色

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８３２３



HFA8324.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８３２４

HFA8333.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白）
電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８３３３

HFA8334.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８３３４

HFA8348.DXF

シルバー飾り
カバー高拡散クリーンアクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８３４８

HFA8585KEP.DXF

和紙調不織布カバー（プリーツ加工）
電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５８５ＫＥＰ

LB55750.DXF

プラスチック（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（乳白）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５７５０

LB55751.DXF

クローム仕上
プラスチック（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（乳白）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５７５１

LB55752.DXF

バーチ調仕上
プラスチック（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（乳白）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５７５２

LB55753.DXF

ダークブラウン仕上
プラスチック（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（乳白）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５７５３

LB55754.DXF

金色仕上
プラスチック（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（乳白）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５７５４

LB55810.DXF

ホワイト仕上
セード：ガラス（つや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５８１０

LB55811.DXF

ブラック仕上
セード：ガラス（つや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５８１１

LB55812.DXF

金色仕上

セード：ガラス（乳白つや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５８１２

LB55820K.DXF

ホワイト仕上

セード：ガラス（乳白つや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５８２０Ｋ

LB56344SK.DXF

天井面・壁面取付専用
本体：プラスチック（シルバーメタリック）

ＩＬ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５６３４４ＳＫ

LB56344WK.DXF

天井面・壁面取付専用

本体：プラスチック（ホワイト）

ＩＬ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５６３４４ＷＫ

LB56834.DXF

セード：ガラス（つや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５６８３４

LBC56945.DXF

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
セード：クリーンアクリル（乳白）
本体：プラスチック（ホワイト）

ＯＮ／ＯＦＦ型
熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢＣ５６９４５

LBC56947.DXF

換気扇負荷用端子台付
セード：クリーンアクリル（乳白）
本体：プラスチック（ホワイト）
換気扇連動型

ＯＮ／ＯＦＦ型
熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢＣ５６９４７

LGB51674LE1.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）

カバー：ガラス（乳白つや消し）

ＬＥＤ　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢ５１６７４ＬＥ１

LGB51675LE1.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＬＥＤ　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢ５１６７５ＬＥ１

LGB51684LE1.DXF

ビーム角２０度

集光レンズ付

アルミダイカスト（ホワイト）

ＬＥＤ　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢ５１６８４ＬＥ１

LGB51685LE1.DXF

ビーム角２０度
集光レンズ付

アルミダイカスト（ホワイト）

電球色

ＬＥＤ　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢ５１６８５ＬＥ１

LK81011K.DXF

ホワイト仕上

ペンダント用電源アダプタ

パナソニック　ＬＫ８１０１１Ｋ
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